利害によって変わるこ

A型

○

○

○

×

×

×

×

×

×
Ｂ型

○

○

○

○

×

×

×

×

×
Ｃ型

○

○

○

○

×

○

○

○

○
Ｄ型

○

○

○

○

○

○

○

○

○

管鮑の交わり︵かんぽうのまじわり︶
意味
とのない交際

台風または暴風
等の風災・ヒョウ
災・雪災

8
7
6

4種類の補償プランがあります。ニーズにあったプランをお選びください。
組の結婚式があるという目まぐる
しい時代を過ごすとともに︑尼崎文
化会館に 年間携わった後︑昭和
年 月総合文化センター開館と同時
に食堂を運営︒
年間︑バブル期も︑また崩壊の
期も経験しました︒
昭和 年には事業の一つとして不
動産業を増やし現在に至っておりま
す︒
直接お客様と接することのできる
飲食業は毎日が楽しみでもあり︑特
に現代は物の豊富な時代にあり︑お
客様のニーズに応えられる店になる
には︑益々美味しさも追求し︑品質︑
接客︑居心地の良さの向上に努めな
くてはならないと日々痛感しており
ます︒
グリルオリエントは阪神尼崎の中
央１番街商店街に位置し︑洋食一筋
で地元の皆さまに親しまれてまいり
ました︒
山小屋をイメージした店内は︑ほ
ぼ当時のままで︑ 年の歴史を経て
ツヤを放つ柱や壁を飾る彫刻がレト
ロな雰囲気を醸し出しています︒
当店の名物はジューシーな煮込み
ハンバーグ︒

5

六甲知的財産事務所
弁理士 宮崎 悟

年末調整や確定申告に備えて︑生
命保険・地震保険・小規模共済等の
控除証明書の保管をお願いします︒

火 災共 済推 進月 間
落雷

補償プラン

月︶

破裂・爆発
事故の種類

月〜

火災
補償 する

︵

4

50

月より火災共済が新しくなりま
した︒新総合火災共済は多様なプラ
ンで中小企業をワイドに補償します︒
万が一の事故の時︑﹁安心できる
共済金﹂を受け取れる︑補償内容を
選んで決めることができるのが新総
合火災共済の特長です︒
お問い合わせは事務局まで︒

建物外部からの 騒擾・集団行動・ 給排水設備または
水災 物体の落下・飛 労働争議に伴う 他人の戸室の事 盗難による盗
取・損傷・汚損
来・衝突
暴行、破裂
故による水漏れ

3

60

取りとめもなく生意気な原稿とな
りましたが︑山の裾野を支持する中
小ベンチャー企業の皆様の隆盛を心
よりお祈り申し上げる次第です︒

東方
見聞録
株式会社オリエント
代表取締役 森田 睦彦

9
2

20

知的財産コラム
ていく︒
若さを卒業した経営者には︑一目
でわかる気品が漂います︒
〜管鮑の交わり〜
一般的に︑コンサルとは実体がな
く︑効果が良く分からず︑助言の多
最終回﹁大人になるということ﹂
くは経営者の意に反し不快なもので
しょう︒つまり︑問題点の核心を突
先日︑人生初の胃カメラを体験し
かれているということなのですが︒
ました︒﹁ラーメンすするようにし
多くのベンチャー企業の栄枯盛衰
たら大丈夫﹂と言われても︑苦痛や
を見てきましたが︑成功している企
不快感への恐怖は大きく︑結局﹁セ
業の共通点は﹁素直さ﹂です︒孫子
デーション﹂という簡易全身麻酔を
曰く︑﹁彼を知りて︑己を知れば百
利用しました︒点滴を打たれて数分
戦して危うからず︒﹂己は生涯転々
後に意識が無くなり︑気づいた時に
と変わっていくものですから︑己を
は終了︒数十年共に過ごしてきた胃
知るということは生涯をかけた禅問
の中がバッチリ激写されていました ︒ 答です︒
もう︑胃カメラを飲む年齢になっ
自分の身の丈にあったビジネスモ
てしまいました︒いつまでも若い気
デルが必ずあるはずです︒
持ちで・・・と︑いつまで気張って
自分の痛いところを突いてくれる
いられるのでしょうか？
人を傍らに置き︑ピーターパンを卒
業することが︑ビジネスを成功させ
る一つの鍵と言えます︒
ことビジネスにおい
て︑﹁老い﹂には素晴
らしい一面があります︒それは﹁落
ち着き﹂を与えることです︒ 人様
のご意見を心で聴き︑時間をかけて
反芻し︑そして是でも非でもない意
見として自身の経験値として糧にし

次回開催は︑ 月を予定していま
すので︑ぜひ一度ご参加ください︒
第３回ゴルフコンペ成績
優
勝 笹部藤和 ︵㈱エボシ製作所︶
準 優 勝 寅本輝幸 ︵寅本電設工業︶
第 ３ 位 幸 勝二 ︵三幸鉄工所︶
ニアピン賞 松元登喜男 ︵天彌工業︶
大成賢志 ︵大伸塗工㈱︶
幸 勝二 ︵三幸鉄工所︶
塚本美穂
松元登喜男 ︵天彌工業︶

20

1

38

12
1

1

10
30

12

4
1

開催
ドラコン賞

77

25

27

10

当社は昭和 年︑先代の森田源市
により︑尼崎市南城内にて食堂オリ
エントを創業︒
しかし昭和 年物資が配給制にな
る中︑戦争を迎え強制疎開となり︑
終戦後の昭和 年再び出屋敷駅前に
て開店︑昭和 年には国道尼映前に
も新たに出店しました︒
そして昭和 年︑尼崎中央商店街
に現在のグリルオリエントの基盤と
なる︑喫茶・軽食の店を新築開店し︑
創業 年を迎えることとなりました︒
その間︑昭和 年には尼崎文化会館
にパーラーを開業︑ 年には文化会
館の結婚式料理も手掛け︑ 日 〜
9

15

24 22

26

29

第三回コアラ会
協同組合阪神商工共済会
９月９日秋空のもと大宝塚ゴルフ
クラブにおきまして︑︵協︶阪神商
工共済会 コアラ会実行委員会︵委
員長 大成 武︶主催のもと︑第三
回コアラ会ゴルフコンペが開催され
ました︒
今回のコンペには初参加の方々を
含め 名参加いただき︑事務局から
宮嵜達也も参加︑自然の緑に囲まれ
たコースでは︑皆さんの笑顔あり︑
ナイスショットありと和気あいあい
とラウンドを楽しみました︒
ラウンド後の懇親会では︑ゴルフ
談義や仕事の話で親睦を深めました ︒
18
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和牛のミンチと豚の合挽きを独自
にブレンドするハンバーグはきめ細
やかでふっくら︑旨味のある肉汁が
しみ出してきます︒
日間煮込んだデミグラスソース
は︑酸味もコクもまろやかに包み込
んだ味わいになっているのではない
かと思います︒
是非︑家族で味わって頂ければと
社員一同お待ち致しております︒

中央公園

27

阪神 尼 崎駅

尼崎市神田中通２ 電話 ０６︲６４１１︲０９３６

を可能にしたのがグラビア印刷ロー
ルで長年培った㈱東谷シリンダーの
セル形状技術です︒
お客様よりお預かりした印刷ロー
ルの表面を︑独自のセル形状に加工
し︑ムラのない塗工面を得ることが
できます︒また︑オリジナルテクノ
ロジーのＵ型斜線は問題となってい
た塗工ムラ︵斜線形のスジ︶を解消
し常に安定した塗膜厚と平滑な塗工
面を得られるように仕上げており︑
作業終了後の残留塗工剤の洗浄も容
易になりました︒

この仕上げた彫刻ロールが各企業
様に納品され︑そのロールで印刷さ
れたものが満足していただけるのか
どうかがわが社の信頼・信用を大き

軽塗 工から 重塗工 量ま で、適 用範囲 の広

株式会社 東谷シリンダー
代表取締役 今西 俊博

㈱東谷シリンダーは︑先代の今西
孝夫氏が昭和 年に印刷ロールの製
造販売並びに各種メッキ加工を尼崎
の長洲東通にて創業︑平成３年から
伊丹で印刷ロールの加工を中心に行っ
ています︒
今西俊博社長を訪ね︑お忙しいと
ころ印刷ロール加工について説明し
ていただきました︒
﹁印刷ロール加工とは︑皆様方に
はなじみがないと思いますが︑印刷
には使用目的が︑色合いを強調した
い︑強度を強くしたい︑防水加工を
施したいなどあります︒
たとえば︑スーパーなどのチラシ
広告や高級化粧品のパッケージ印刷
等のように使用目的が異なると︑同
じ印刷技術でもって印刷することは
できないし同時にコスト面も考えて
いかなければなりません︒その両者

く左右いたします︒﹂
と︑従来の彫刻ロールではなかな
か実現し得なかった理想的なコーティ
ングの技術を開発されました︒
また︑
﹁修理改良された印刷ロールが営
業マンでもある訳ですから︑その分
十二分に商品の品質管理を行って納
品をしないことには︑それ以後の受
注は無いということになります︒
この姿勢で長年会社経営を行ってき
たおかげで︑お客様にその品質が認
められ現在無借金経営ができている
のではないかと思っております︒
今後︑より品質向上と技術開発に
向け努力重ね︑さらなる工場の拡張
を夢見ております︒﹂
と抱負を語っておられました︒
取材を終えて今西社長の印刷技術
に賭ける熱い思いと誠実実直なお人
柄が企業運営にも大きく生かされて
いるとひしひしと感じました︒
今後の会社のますますのご発展を
期待したいと思います︒
伊丹市野間北２丁目２︲３
電話 ０７２７︲８４︲９１１０
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の日の翌日から４ヶ月以内に︑確定
申告書を提出しなければなりません︒
さらに︑被相続人が事業者で消費
税の納税義務がある場合には︑その
相続人は︑死亡した年の１月１日か
ら死亡日までの消費税について︑課
税資産の譲渡にかかる消費税および
地方消費税の確定申告を死亡当時の
納税地の税務署に提出し納税しなけ
ればなりません︒
これを﹁消費税の準確定申告﹂と
いいます︒

-

神戸市中央区明石町

い万 能型斜 線です 。従 来のグ ラビア ﾛｰﾙに
よる コート面 より更 にﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞｱｯﾌﾟを求め

20

2
3

Ｕ型斜線

られる場合に最適です。

か所にしかありません︒
の
加齢とともに減少し︑産まれたて
の赤ちゃんで１００ｇ位なのが成人
褐色脂肪細胞・
で４０ｇ位になります︒
白色脂肪細胞
ところで︑成人につながる肥満と
して学童期に食べ過ぎると白色脂肪
人は産まれた時から素晴らしい
細胞の数が増えると言われています︒
機能がいっぱい備わっています︒そ
のひとつに脂肪細胞というのがあり
また成人してからの肥満は︑脂肪
ます︒
細胞の数よりもそのサイズが大きく
白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞で︑
なることが多いと言われています︒
白色脂肪細胞は肥満の原因になる細
胞ですが︑胎児期︵妊娠後期︶に６
０％︑乳児期に３０％︑そして思春
期に１０％できます︒
なぜ胎児期に多くできるかという
と︑母体内は 度近い温度でも守ら
れてきたのが︑出産と同時に 度く
らいの寒い外界に放り出されことか
ら体温の急激な変化を防ぐためです︒
また︑さらに凄いのは褐色脂肪細
肥満予防ダイエット神戸アカデミー
胞で︑産まれたての赤ちゃんが一番
多く持っていると言われています︒
肥満予防健康管理士
褐色脂肪細胞は体内に蓄積された
岸 正幸
余分なカロリーを熱に替える働きが
神戸市東灘区御影３丁目２ - あり︑首のまわり︑わきの下︑肩甲
電話 ０７８︲８５８︲７３７４
骨まわり︑心臓︑腎臓のまわりの５
40

中央商店街

被相続人︵亡くなられ
た方︶が︑個人事業を営
んでいた︵または賃貸用
不動産を所有していた︶
等︑確定申告を提出する
義務のある方であった場
合には︑その相続人は︑
死亡した年の１月１日か
ら死亡日までの被相続人
の所得税について︑死亡
当時の納税地の税務署に
確定申告書を提出し︑納
税しなければなりません︒
これを﹁所得税の準確定
申告﹂といいます︒

- -

これら所得税・消費税の準確定申
告においては︑期限内︵相続の開始
があったことを知った日の翌日から
４ヶ月以内︶に申告・納税しなかっ
た場合には︑延滞税等の負担が発生
することになりますので十分な注意
が必要です︒
Ｌ＆Ｐ司法書士法人
-

大阪事務所大阪市北区梅田

電話

4
48

http://www.lp-s.jp/

神戸事務所

電話

URL

2
5

3

所得税の準確定申告は︑相続の開
始があったことを知ったその日の翌
日から４ヶ月以内に原則として相続
人全員の連名により行うべきものと
されています︒
また︑確定申告を提出する義務の
ある人が︑その年の翌年１月１日か
ら確定申告期限︵原則として３月
日︶までの間に︑確定申告書を提出
しないで死亡してしまった場合には ︑
その相続人は前年分・本年分ともに ︑
相続の開始があったことを知ったそ
15
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④準確定申告
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